
『大阪都構想』のリスクに関する学者説明会 

～インフォームドコンセントに基づく理性的な住民判断支援のために～ 

 

５月５日に８０名以上の大学研究者（別紙参照）が、それぞれの立場から、大阪都構想の危

険性を明らかにする学者記者会見を行うことが予定されています。 

その記者会見では、行政学、政治学、経済学、法律学、都市計画、地方自治論、財政学、哲

学などの様々な分野の学者から、大阪都構想のリスク・危険性についての所見を公表する予定

です。 

ついては、「インフォームドコンセント」に基づく理性的な住民判断を支援することを企図

し、そこで公表された内容について改めて公衆に説明する「説明会」を下記の形で、二回にわ

たって開催することとしました。 

当日は、当日参加予定の大学研究者から、それぞれが供出した所見について説明するととも

に、最後に、質疑応答の時間も設けたいと考えております。ついては、大阪都構想について疑

問に思うことなどがありましたら、当日配布する「質問用紙」にご記入いただければ、われわ

れ学者の立場から時間の許す限り回答いたしたいと考えております。 

適正かつ理性的な投票判断を志向する一般公衆の皆様方におかれましては、是非とも、ご参

加のほど、お願い申し上げます。 

『大阪都構想』の危険性を明らかにする学者記者会見 呼びかけ人 

 

記 

 

第一回 『大阪都構想』のリスクに関する学者説明会 

日時：平成 27年 5月 9日（土） 13:30～15:30（開場 13時 15分） 

場所：ハートンホール日本生命御堂筋ビル（心斎橋）12Ｆ 「コスモス」 

大阪市中央区南船場 4-2-4日本生命御堂筋ビル 12Ｆ 

（地下鉄御堂筋線心斎橋駅３番出口徒歩２分） 

http://hall.hearton.co.jp/nissei/ 

説明者：立命館大学・森裕之教授、京都大学・藤井聡教授 ほか調整中 

入場：無料 

 

第二回 『大阪都構想』のリスクに関する学者説明会 

日時：平成 27年 5月 10日（日） 13:30～15:30（開場 13時 15分） 

場所：ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田「バンケット 11A」 

大阪市福島区福島 5-4-21 TKPゲートタワービル 11Ｆ 

（大阪駅・梅田駅地下街 6-2番出口すぐ） 

http://hall.hearton.co.jp/nissei/


http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/access/ 

説明者：京都大学・河田恵昭名誉教授、立命館大学・村上弘教授、京都大学・藤井聡教授  

ほか調整中 

入場：無料 

 

＜ご留意点＞ 

・事前予約はございません。当日満席になりましたら、恐れ入りますが入場をお断りすること

もございます。 

・会の進行の妨げになる行為がある場合は、ご退場いただくことがあります。 

・問い合わせは下記までお願いします。 

『大阪都構想』のリスクに関する学者説明会 事務局  

メール sec-tba@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp 

電話 ０７５ ３８３ ３２３９（恐れ入りますが対応は平日のみ） 

 

以上 

 

 

  

http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/access/
mailto:sec-tba@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp


（別紙） 

 

『大阪都構想』の危険性を明らかにする学者記者会見 協力者 

（平成 27年 5月 3日時点 計 87名） 

 

青山政利 近畿大学 名誉教授 環境学・エネルギー学 

石神正浩 大阪府立大学 名誉教授 生物学 

石川康宏 神戸女学院大学 教授 経済学 

石川康宏 神戸女学院大学 教授 経済学 

碇山 洋 金沢大学 教授 財政学 

今村都南雄 中央大学 名誉教授 行政学 

岩﨑 裕保 帝塚山学院大学 非常勤講師 地球市民教育 

上園昌武 島根大学 教授 環境経済学 

上野谷加代子 同志社大学 教授 地域福祉学 

内田 樹 神戸女学院大学 名誉教授 西洋思想 

梅原英治 大阪経済大学 教授 財政学 

遠州尋美 大阪経済大学 教授 地域政策学 

遠藤宏一 大阪市立大学 名誉教授 財政学・地方財政論、地域政策論 

大矢野修 龍谷大学 教授 自治体政策学 

岡田知弘 京都大学 教授 地域経済学 

小野田正利 大阪大学 教授 教育学 

小野田正利 大阪大学 教授 教育学 

甲斐道太郎 大阪市立大学 名誉教授 法学 

梶浦恒男 大阪市立大学 名誉教授 生活環境学 

柏原誠 大阪経済大学 准教授 政治学・地方自治 

片山和希 名古屋経済大学 准教授 財政学 

神谷章生 札幌学院大学 教授 政治学 

川瀬光義 京都府立大学 教授 財政学 

河田恵昭 京都大学 名誉教授 防災学 

河野 仁 兵庫県立大学  大気環境学 

神原 勝 北海道大学 名誉教授 行政学 

喜多善史 大阪大学大学院  環境工学 

北山俊哉 関西学院大学 教授 行政学・地方自治論 

木谷晋市 関西大学 教授 行政学・政治学 

木村 收 阪南大学 元教授 地方財政学 

栗本裕見 大阪市立大学 特別研究員 政治学 



小林宏至 大阪府立大学 名誉教授 農業経済学 

近藤宏一 立命館大学 教授 交通学 

桜田照雄 阪南大学 教授 経営財務論 

澤井 勝 奈良女子大学 名誉教授 財政学 

塩崎賢明 立命館大学 教授 都市計画学 

重森 曉 大阪経済大学 名誉教授 地方財政学 

下地 真樹 阪南大学 准教授 経済学 

釈 徹宗 相愛大学 教授 宗教学 

白藤博行 専修大学 教授 行政法 

菅原敏夫 法政大学非常勤講師 研究員 地方財政学 

須田 稔 立命館大学 名誉教授 文学 

住友 剛 京都精華大学 教授 教育学 

住友陽文 大阪府立大学 教授 歴史学（日本近現代史） 

関 耕平 島根大学 准教授 財政学 

田結庄良昭 神戸大学 名誉教授 地質学  

高森康彦 大阪府立大学 名誉教授 生物学  

高山 新 大阪教育大学 教授 財政学 

高寄昇三 甲南大学 名誉教授 財政学・行政学 

竹永三男 島根大学 名誉教授 歴史学 

辻山幸宣 中央大学 元教授 行政学 

槌田洋 前日本福祉大学 教授 地域経済学・地方財政学 

鶴田廣巳 関西大学 教授 財政学 

冨田宏治 関西学院大学 教授 政治学 

直木孝次郎 大阪市立大学 名誉教授 歴史学 

中島岳志 北海道大学 准教授 政治学・歴史学 

長友薫輝 三重短期大学 教授 社会福祉学 

中林 浩 神戸松蔭女子学院大学 教授 都市計画学 

中村寿子 阪南大学 非常勤講師 水環境学 

中山 徹 奈良女子大学 教授 都市計画学 

西寺雅也 名古屋学院大学 教授（元多治見市長） 自治体経営学 

西堀喜久夫 愛知大学 教授 地方財政学 

波床正敏 大阪産業大学 教授 交通計画、国土・都市計画 

樋口泰（一） 大阪市立大学 名誉教授  

平岡和久 立命館大学 教授 地方財政学 

広川禎秀 大阪市立大学 名誉教授 日本近現代史 

広原盛明 京都府立大学 元学長 都市計画 



藤井聡 京都大学大学院 教授 公共政策論、国土・都市計画 

藤井えりの 岐阜経済大学 専任講師 地方財政学 

本庄孝子 阪南大学 非常勤講師 環境技術学 

本多哲夫 大阪市立大学 教授 地域経営論・中小企業論 

真山 達志 同志社大学 教授 行政学 

溝川悠介 大阪府立大学 名誉教授 工学 

道野真弘 近畿大学 教授 商法・会社法 

南 有哲 三重短期大学 教授 地域政策学 

三本弘乗  大阪府立大学 元教授 農学 

宮入興一 愛知大学 名誉教授 地方財政学 

村上弘 立命館大学 教授 行政学・地方自治論 

森裕之 立命館大学 教授 地方財政学 

薬師院仁志 帝塚山学院大学 教授 社会学 

八幡一秀 中央大学 教授 産業経済学 

山口英昌 大阪市立大学 名誉教授 食環境科学 

山口二郎 法政大学 教授 政治学 

山田 明 名古屋市立大学 名誉教授 地方財政学 

横田 茂 関西大学 名誉教授 財政学 

和田 武 立命館大学 元教授 環境学 

和田野 晃 大阪府立大学 名誉教授 農芸化学 

（以上、五十音順） 


